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本堂

で議会の議決を求めるもの。
工事場所
芝山町高田、新井田地内
協定の金額
協定の方法 随意契約

二四一、〇〇〇千円
に対する軽減割合が７割・５割・

山中東地区の町道２│０１８

議案第５号

㈶千葉県下水道公社

協定の相手方
度までは、６割・４割︶
これにより、国・県の負担金
の増額が見込まれます。

議案第8号
平成19年度芝山町一般会計補正予算について

議案第9号
平成19年度芝山町国民健康保険特別会計補正予算について

議案第10号
平成19年度芝山町老人保健特別会計補正予算について

報告第1号
平成18年度芝山町一般会計繰越明許費繰越計算書について

報告第2号
平成18年度芝山町一般会計事故繰越し繰越計算書について

報告第3号
平成18年度芝山町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書

求めるもの。

路線変更区間

議案第６号

道として認定するもの。

路機能を有するため、新たに町

しかしながら、地区の生活道

の一部区間が廃止されます。

ス整備工事の路線変更で、既存

町道２│０１８１号線バイパ

Ｌ＝１、１００ｍ

い、路線を変更するため議決を

１号 線 バ イ パ ス 整 備 工 事 に 伴

議案第7号
監査委員の選任につき同意を求めることについて

①一般町道２│０２１０号線
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六月議会定例会
六月十二日から十五日までの会期で開催されました︒
町から提案された議案は十件︑報告三件が提出されました︒
最終日の十五日に採決の結果︑議案九件は原案どおりに可決し︑一件
は︑原案どおりに同意されました︒
請願三件は︑採択二件・不採択一件となりました︒
一般質問は︑六名の議員が町の諸問題について見解を求めました︒

議案の概要

議案第5号
芝山町道路線変更にっいて

公共下水道施設の建設工事委

議案第4号
芝山町公共下水道施設の建設工事委託に関する協定の締結について

ました。
︵議案第１号に同じ。
︶

議案第3号
芝山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

地方税法の一部を改正する法

議案第４号

議案第2号
専決処分の承認を求めることについて

託に関する協定を締結したいの

律が、３月 日付けで公布され

議案第1号
専決処分の承認を求めることについて

国民健康保険税の課税限度額

議案第１号

平成19年６月芝山町議会定例会提出議案

２割に拡大されました。
︵ 年

ため、平成 年度から低所得者

加入者への負担を少なくする

議案第３号

﹁ 万円﹂を﹁ 万円﹂に改正
するもの。

これに伴い、町の税条例の一
部を改正する条例を３月 日付
で専決処分したので、承認を求
めるもの。
個人の町・県民税、固定資産
税に関する一部改正です。
議案第２号
地方税法の一部を改正する法

18

立し、３月 日付で交付されま
した。
︵施行日 年４月１日︶

53

30

56

律が、平成 年３月 日可決成

30

19

23

30 19

19

議案第6号
芝山町道路線認定にっいて

起点 山中４６６│３
終点 山中

議案第 号
直営診療施設勘定の補正で、

・地域交流パーク実施設計業務
委託料

事業について、平成 年度への

繰越額が確定したので報告する

・後期高齢者医療制度導入対応

もの。

・地域交流パーク建設用地購入

二五、二〇〇、〇〇〇円

一般管理費を増額するもの。

システム改修費用

一般会計繰入金を財源として、

起点 山中

事業 三四、三七九、二六四円

三、二二六千円

補正額

五、四一三、八〇〇円

・町道３ＢＬ│０１６２号線
︵宝馬︶
道路整備事業
二三、七七七、六五〇円
六、五四〇、〇〇〇円

・町史民俗編印刷製本費
繰越総額

︵原案可決︶

国における平成 ︵２００８︶

議員発議案第２号

に関する意見書について

義務教育費国庫負担制度堅持

議員発議案第１号

五、四六〇、〇〇〇円

終点 山中 │１

二六、四八五千円
三四、四〇三千円

概略・詳細設計業務委託料

・町道０１│００８号線
︵小池７︶

議案第７号
代表監査委員の小川辰雄氏
額して

繰越金及び国庫支出金等を増

り、新たに、五木田昇氏︵芝山︶

七、九一八千円

・老人保健医療費交付金返還金

補正額

・一般会計繰出金

として

事業について、平成 年度への

・芝山工業団地︵木崎︶調整池
九、五一〇、〇〇〇円
・児童手当システム改修委託料

浚渫事業

一〇五、九五四、七一四円
報告第２号

報告第 号

六三三、六二二千円

補正後の額

一、五〇〇千円
・後期高齢者医療システム導入
・後期高齢者医療システム備品

繰越額が確定したので報告する

平成 年度の繰越明許費繰越

八、五一四千円

七、九三八千円

購入費

三、二二六千円ほか

もの。

出金

三一、五〇〇千円
五、〇七〇、五〇〇千円

補正後の額

補正額

・国保特別会計直診事業勘定繰

委託料

平成 年度への繰越額が確定

・福祉センター施設修繕費

繰入金及び国庫支出金を財源

議案第８号

した。

を選任することに、同意を得ま

が、任期満了︵６月 日︶とな

議案第 号

補正後の額 四四、六八五千円

②一般町道２│０２１１号線

19

・
﹁義務教育費国庫負担制度の

︵原案可決︶

したので報告するもの。

堅持に関する意見書﹂採択を求

︵採択︶

める請願書

一九、五五八、〇〇〇円

費

・
﹁国における平成 ︵２００８︶

年度教育予算拡充に関する意見

書﹂採択に関する請願書︵採択︶

是正に関する意見書﹂採択に関

・
﹁地域手当の県内格差支給の
報告第３号

する請願書

︵不採択︶

平成 年度の繰越明許費繰越

三二、七九〇、四二五円

繰越総額

一三、二三二、四二五円

・道路橋梁費︵宝馬、高田西︶

・地域交流パーク建設用地購入

︹請 願︺

書について

年度教育予算拡充に関する意見

20

20

19

一、一三四、〇〇〇円
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稲垣 弘
議員

もりですか。
︻町長︼
本町にとって最
大の空港対策は︑住民
の暮らしを守る騒音対
策を充実していくこと

求めていく考えです︒

施︑
周辺対策等の万全を

れまでの約束事項の実

再認識しながら柔軟な

い︒社長には︑歴史を

沿って進めていきた

ですので︑この方針に

内の国際空港を開放す

アジアゲートウェイ構想
総理大臣を議長と
るというものであろう

発想︑すばやい行動に

するアジア・ゲー
本的にはこの構想はあ

空港会社の社長が

り︑またこの地域の発

約束を守ることであ

期待したい︒重要なこ

五月に構想をまとめま
るべきであり︑アジア

民間から就任しま

することであり、空港

成田空港にも直接関係

内の位置づけ︑またこ

成田は国際︑羽田は国

しかし今は原点である

営化に向けた動きが加

からの社長と、完全民

間会社へ、そして民間

政の自由化構想です。 あり︑羽田であります︒ した。空港公団から民

います︒

をしてほしいと考えて

展に向けて大きく貢献

とは地域の話を聞き︑

した。この中で特に注
の玄関としての成田で

トウェイ戦略会議が、 と思います︒私は︑基

進むＮＡＡの民
営化への対応

目すべき点は、航空行

を抱える町としてどう

発想だと思います︒そ

ないということからの

中で︑これに乗り遅れ

覚しく発展する動向の

とするアジア諸国が目

近年中国を初め

︻町長︼

考えますか。

てどう対応していくつ

多々あります。町とし

てはならないものが

地域との関係など忘れ

んが、利益誘導主義の

への流れは否定しませ

速しています。民営化

の進め方に関する町長

段階となります。今後

体的な施策を実施する

空港ゆえの騒音対策、 出来ました。今後は具

みにとらわれて、内陸

の考え方を伺います。

中間とりまとめが

港も︑地域もよくなる︑ しております。

いと考えています︒空

に着実に進めていきた

出来ることから具体的

共栄推進委員会の、 置し︑この会議の中で

が実現検討委員会を設

今後は︑仮称です

︻町長︼

空港と地域の共栄に繋

つ進めていくことが︑

せていただきながら︑ な活動︑施策を一つ一

十分な調査︑研究をさ

がってくるものと認識

栄を理念とした具体的

ありますが︑双方の共

す︒さまざまな問題が

念であろうと思いま

これはまさに共栄の理

共栄推進委員
会の今後…

の有効手段として︑国
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平山 弘
議員

芝山町の考えをす

※１

ＷＴＯの
ぐ に 行 動 に 移 し、
︻町長︼

の提供を促進していき

おける稲わら︑諸飼料

できる位置まで移動す

整池に自然に水が流下

トを県が整備予定の調

と思う︒地域住民の安

までが現状で一番危険

部からその先のＴ字路

はどうか。

農村基本計画の目標で

おいて︑食糧・農業・

︻町長︼

立てについて事業化を

を受けて駅前一号線を

周辺道路の危険対

者の協力を得て暫定的

思います︒

に道路整備をしたいと

二十七号線の交差

︻町長︼

策については。

べく計画変更をします︒ 全対策として隣接地権

たいと思います︒

︻町長︼

駅前周辺の埋め立

農業を根底か

是非やりましょう︒ ある純国内産飼料自給

一号線の市街地計

※２

中でのＥ
文書にして、国、並び
町内の畜産農家に

芝山、
千代田
営を圧迫しています。
町
駅前の展望
として対策はないのか。
について

ＰＡ、ＦＴＡ
に関係機関に提出して

ら揺るがす問

率三十五％に向け努力

画を基本に周辺の埋め

※３

交渉は、日本

題だ。基幹産
最近の飼料の高騰

すると共に耕種農家に

て計画について伺

業の農業を守
は、畜産農家の経

いたい。

るため、芝山
町の考えを明

進めています︒
周辺道路計画につ

確にする必要
があると思う

いては。
︻町長︼

が。
︻町長︼

を補完するものとして

整備する︒
又︑
町道二十

はにわ二期︑千代

農業の重要性を十分認

七号線の整備も重要で

ＷＴＯを

識し︑ＥＰＡ交渉に取

ある︒一号線と二十七

田 菱田線の平成二十

り組む事を期待したい︒

号線の交差部分が低く

中心とする多

又︑日本として最大限

なり雨水がたまる事が

一年度の整備完了予定

の利益が得られる取り

予想されるのでポイン

国間貿易体制

組みが必要と考えます︒

※３ 自由貿易協定

※２ 経済連携協定

※１ 世界貿易機関

第76号
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農業問題、日本農業を守りぬこう

小嶋 秀樹
議員

どうする、次世代への責任

教育改革関連３法

数値は公表しません︒

しますが︑学校ごとの

は一長一短があり︑今

と考えます︒一貫教育

は︑あまり意味がない

人口が一万人を超える

諭・指導教

︻教育長︼

場が必要と思うが。

たことや宿題を教える

授業で理解できなかつ

法として、放課後、

学力低下を補う方

後の推移を見たい︒

併、②地域を無視
ことは可能です︒④農

諭という新

教職員の﹁自己評
子供の居場所づく
価﹂の現状は。また、 り事業︑放課後子供プ

学校運営に対する

案の内容をどう評

︻教育長︼

行政に対する影響は。

法の改善に役立てます︒ 価するか。本町の教育
また︑各学校の実状に

策を実施していけば︑ 合った教育指針を定め

するかのような空港政
業の疲弊︑地域社会の

しい職制を

①先の見えない合

策、③確実に減り続け
疲弊を防ぐため︑第三

置くことが

副校長 ･ 主幹教

る人口、④疲弊・縮小
次芝山町総合計画に沿

可能になり

ます︒個人成績は開示

する農業。これらの問
って施策を実施します︒

保護者や地域住民によ ラン事業を推進し︑こ
る
﹁外部評価﹂
の現状は。 れに対応して行きます︒

調査テストが実施され

を対象に全国学力

先般、小６と中３

効 で す が︑ います︒

の処分に有

不適切教員

制の導入は

免許の更新

ます︒教員

供達の指導に活かして

ており︑学校運営や子

す︒その結果は公表し

価いずれも行っていま

自己評価・外部評

現在︑小人数指導

対応するのか。

が、本町では今後どう

べきという提言をした

し、基礎学力を強化す

業時間を一割増や

教育再生会議は授

①しばらく時間が

ました。その結果をど

公立小中学校の学

や朝読書などで基礎学

︻教育長︼

必要だが︑お互いに悔

う教育行政に活かすの

そ の 前 に︑

校選択制と公立中

力の向上に取り組んで

入を検討し

ますので導

題をとおして、本町の
未来はどうなってしま どうする教育
うのか。こんな状態で、
の再生

いの残らない空港圏合

か。また、学校ごとの

自ら教員の

高一貫教育校の新設に

次の世代への責任を果

併を目指したい︒②共

成績や個人成績は開示

質を高める
︻教育長︼

します︒

ことに努力

ついてどう考えるか。

いますが︑国・県︑他

︻町長︼

たすことができるのか。

栄推進委員会で確認さ

するのか。

として︑問題の解決に

子供達の今の実態

児童・生徒数の少

︻教育長︼

れた五項目を中心課題
努力します︒③小池と

を知り︑学力向上を図

ない本町での選択制

を検討します︒

ながら︑今後の方向性

市町村の動向を踏まえ

千代田を核として︑住

るために︑教員の指導

︻教育長︼

宅団地の造成などの施
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えるが。

議員

で引き上げるべきと考

三歳未満から就学前ま

院費助成対象を現行の

萩原 弘幸
就学援助と
少子化対策
教育基本法、学校

住民生活と
成田空港問題
について
町道４ＢＬ 号線

改正で生活環
境が守れるか
環境省は空港周辺
住民の健康の保護
と生活環境を保全する
目的で航空機騒音の基
準値を定めています。

度の拡充を求めるが。

よう定めています。制

をもって就学奨励する

び地方公共団体が責任

難な児童・生徒に国及

は本年十月から就学前

ありました︒町として

月︑六月議会に質問が

十二月議会︑昨年の三

萩原議員から一昨年の

この件に関しては

ます。交通の危険から

入で危険な状況にあり

業所への大型車両の出

量の増加と航空集配事

道の利用者による交通

港への通勤者、芝山鉄

︵宿の中道︶は空

住民が暮らしやすい

ものではありません︒

区住民の実感に沿える

が実施されても騒音地

環境基準の見直し

︻町長︼

るものかどうか。

今回の改正案は騒音下

︻町長︼
までの実施にむけて規

住民生活を守る具体的

︻町長︼

所得格差が叫ばれ

則改正の準備をしてお

施策は。

教育法は、就学困

ている今︑経済的理由
ります︒

環境を確保することが

住民の被害実感に沿え

で就学困難な家庭に援

識しております︒

私共の務めであると認
交通の危険から住

︻町長︼

目的からしても意義の

民生活を守る安全対策

はないか。

念を踏みにじるもので

すが︑これ以上の騒音

というお話しもありま

第76号

助を行うことは教育の
あることであり︑町と

であり︑国︑空港会社

はこの地域の死活問題

成田空港問題︑今

に約束事項の実施を求

︻町長︼

日大きく転換しようと

めることが私の務めで

として︑市街地整備が

規制改革会議、経

しています︒成田の財

あり空港問題の解決で

してもできる限り充実

力をいただき︑交互通

済財政諮問会議が

界の方々から︑平行滑

あります︒

財界主導の
航空自由化
行が図れるよう暫定的

提言する空の自由化は

走路の三千メートル

整う期間︑地権者の協

に道路整備をしたいと

成田 年の歴史と﹁地
域と空港の共生﹂の理

化︑飛行便数三十万回

考えております︒

を図ってまいります︒

通院費助成
十月から
少子化対策として
乳幼児医療費の通

40
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合併問題

勝又 勇
議員

︻税務課長︼
現年度分︑滞納分

滞 納 防 止、

収納率向上、

4

収納義務の効率

4

を合わせて︑十三年度

4

クレジットカー

4

八七％︑十五年度八七・

ド収納が可能に

4

︻町長︼

四％︑十六年度八七・

なったので採用

4

化などを考えて、

当課長会議で決まって
成田市議会や成田

四％︑十七年度九〇・

4

八五・八％︑十四年度
から四月と五月に研究
市側の動向を見ながら

について協議したとこ
ついてという事よりも

になりますが︑期限に

資産税が五年平均で八

％以上の構成率の固定

六％で︑税収入の六〇

の 時 代 で あ り︑

カード社会

︻町長︼

してみては。

4

会を行い三つのテーマ
ろです︒

県を中心とした勉強会

四・八％と一番低くな

収納率アップの

三月の定例議会

町民の中にはまだ

も行っていますのでこ

つています︒滞納分の

で、首長同士で話
いう事でしたがあれか
二十二年に合併出

れらを支持したいと思

し合いを進めていくと
ら三个月、進展があっ
来ると思っている人が

たのか。

︻建設課長︼

ための様々な手

いますが、
この合併は失

いますので研究させて

道路の側溝等の機

徴収率は三年間の平均

︻町長︼
敗であり、出来ないと

徴収に対してどの

いただきたい︒

います︒

成田市長とは何度
いう事実を早く説明す

ような方法を取っ

段の一つだと思

か話し合いをしました
る義務があると思うが。

納税は国民の
義務

で二一・五％です︒

が︑まだ合併して一年

能︑境界標の確認︑舗
ていくつもりか。

民︑議会の合意が得ら

は納税者の

の低下

督促状の発送など行っ

時期はいつごろに

徴収率

れないという話でした︒

意識の低下

ていますが︑税の公平

︻建設課長︼

なるのか。

と言う事ですぐには市

事務レベルでの勉

にもつなが

性からいえば小さな町

移管される部分

︻建設課長︼

装路面等の激しい損傷

道路問題

強会を立ち上げる

りかねませ

でやりづらい面もあり

は︑全体で約四二三七

県成田整備事務所

︻税務課長︼

と言う話はどうなって

ん。五年間

ますが︑差し押え等の

メートルです︒

と協議が整った中で︑

してもらえるのか。

離は。

した時と考えています︒

いきます︒

のある場所の補修など

いるのか。

の徴収率の

措置を積極的にとって

移管されるまでど

県において整備が完了

旧成田松尾線の町

︻企画財政課長︼

推移と一番

いくことも必要だと思

のくらいの整備を

納税組合の存続︑

二市四町で︑成田

低いのはど

います︒

整備事務所と協議して

地域合併町づくり研究

の税か。

道となる部分の距

会を設置する事が今年
の三月十九日に合併担
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大木 成男

らに空港内には十万人
の方々が働いています︒

町発展のためには町・
地を作らないと︑人口

ますし︑新しい住宅団

道をつくるべきであり、 が大切な事業だと思い

路や上下水道︑それら

ンフラの整備︑特に道

︻町長︼

でいるか。

と現況はどう進ん

開発に関する計画

要因になると思います︒

ことが人口増の大きな

議員

その人たちに住んで貰

相川町政約十年間
議会が議論し、原点に

減少は止まらないと思

現在︑芝山千代田

い︑根付いていただく

の実績内容をどう
返っての町づくりが必

います︒また︑空南工

理想の芝山町とは

︻町長︼
要と思うがどうか。

業団地には四︑五〇〇

駅周辺は市街地整備重

思うか。
自らの実績という
︻町長︼

面︑生活のた

よりも︑町民から信頼

役場︑ガラス張りの町

めの一定のサ

併が示されています︒

点地域としての位置づ

役場︑それが信頼され

ービス水準の

ト成田空港︑新しいゴ

先だって成田市長の講

人︑第一・第二工業団

る町の形だと思いま

施設を配置で

ルフ場の完成等があ

演がありました︒その

人口が八︑三〇〇

す︒周辺の市や町から

きるよう考え

り︑平成二十一年度に

される町づくりが基本

信頼され︑常に役場は

ています︒ま

は課税できるはすです︒ 中でしばらく時間が欲

けを検討しています︒

情報の発信基地だと思

た︑岩山を中

しいという話がありま

地にも非常に多くの

います︒成果について

心に物流施

合併の今後はどの

した︒そんな中で今後

人弱ということで︑減

は毎年の重大ニュース

設︑小池にも

ようになるのか。

の方向性を示していき

だと考えています︒透

等で報告させていただ

五万平米とも

︻町長︼

たいと考えています︒

小池地区については当

きます︒

六万平米とも

県から二市四町の

方々が働いており︑さ

人口を増やすには

いわれる建

合併︑つまり空港圏合

少が止まりません︒イ

近隣と同じレベル

物︑サテライ

明で公平な開かれた町

の形まで道路・上下水

第76号
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議会の主な動き
₅月１日

議会運営委員会

₆月₇日

₅月₇日

共栄推進委員会

₆月12〜15日

₅月12日

東小学校運動会

₆月18日

財政講演会

₅月21日

合併推進特別委員会

₆月29日

芝山町・多古町議会

₅月23日

空港対策委員会
議会運営委員会

₆月₆日

共栄推進委員会
議会定例会

連絡協議会総会
₇月₆日

全員協議会

全員協議会

19年度第₂回臨時議会

議会運営委員会

山武郡市議会議員研修会

全員協議会

₇月10日 「議会だより」編集委員会

千葉県町村議会議長会
自治功労者（在職11年）

稲垣議員

萩原議員

文違議員

小菅議員

９月議会定例会のお知らせ
期日

９月11日〜14日（予定）

多くの方々の傍聴をお待ちしています。
※日程等の詳細は議会事務局 TEL77－3922まで
芝山議会だより
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財政講演会
六月十八日

芝山町・多古町議会連絡協議会
芝山町・多古町議会連
絡協議会総会が六月二十
九日多古町役場において
開催されました。会議に
先立ち、両町の共同運営
であり、新たに駅前に移っ
た千代田駅利用者駐車場
を視察しました。その後、
会場を多古町役場に移し
て総会が開催されました。
議 案 全 て を 承 認 し た 後、
両町建設課職員の出席の
もと、両町に関わる道路
などの重要課題について
協議をいたしました。互
いの町の発展を願い、有
意義な内容のうちに会議
を終了しました。

第76号
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七月六日、第四十三回山武
郡市議会議員研 修会が山武市
成東文化会館「のぎくプラザ」
で開催されました。
講演会に先立ち、自治功労
者の表彰式があり、本町では
文違義雄議員が感謝状を受け
ま し た。 そ の 後 の 講 演 で は、
「地域医療と公立病院」 につ
いて、総務省の地方公営企業
たかし）先生の講義

経営アドバイザーである長隆
（おさ

を受講しました。特に、今直
面 している山武医療センター
構想については一部事務組合
方 式 で の 運 営 は 無 理 で あ り、
人 件 費 の 縮 小 が 必 要 不 可 欠、
さらにもう一度事業費全体の
見直しをすべきとの厳しい指
摘を受けました。大変有意義
な研 修会でした。

芝山町議会

議会だより第七十六号をお
送りします。六月議会定例会
においては、六名の一般質問
者が町政全般の諸問題につい
てに質問しました。今後も一
歩一歩確実に、小さな声を大
切にして頑張ってまいります。
今年の梅雨はカラ梅雨のよ
うであり、また、今夏は猛暑
の 予 想 で す。 暑 さ に 負 け ず、
皆さんに親しまれる議会だよ
りを目指して参ります。
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芝山鉄道小池まで早期延伸
第43回山武郡市議会議員研修会

